
索引目次

第３種K00平成25年度
還付 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月04日 起案
水道料金等の還付について

2平成25年04月04日 起案
水道料金等の還付について

3平成25年04月04日 起案
水道料金等の還付について

4平成25年04月04日 起案
水道料金等の還付について

5平成25年04月04日 起案
水道料金等の還付（充当）について

6平成25年04月04日 起案
水道料金等の還付（充当）について

7平成25年04月10日 起案
水道料金等の還付について（伺い）

8平成25年04月10日 起案
水道料金等の還付について（伺い）

9平成25年04月11日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

10平成25年04月12日 起案
下水道使用料の還付について（伺い）

11平成25年04月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

12平成25年04月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

13平成25年04月22日 起案
公共下水道事業受益者分担金の還付について（伺い）

14平成25年04月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

15平成25年04月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

16平成25年04月22日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

17平成25年04月23日 起案
下水道使用料の還付について（伺い）

18平成25年04月23日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

19平成25年05月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

20平成25年05月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）
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21平成25年05月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

22平成25年05月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

23平成25年05月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

24平成25年05月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

25平成25年05月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

26平成25年05月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

27平成25年05月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

28平成25年05月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

29平成25年05月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

30平成25年05月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

31平成25年05月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

32平成25年05月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について

33平成25年05月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について

34平成25年05月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

35平成25年05月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

36平成25年05月24日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

37平成25年05月24日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

38平成25年05月28日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

39平成25年05月28日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

40平成25年05月28日 起案
水道料金等の還付について(伺い）
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41平成25年06月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

42平成25年06月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

43平成25年06月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

44平成25年06月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

45平成25年06月03日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

46平成25年06月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

47平成25年06月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

48平成25年06月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

49平成25年06月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

50平成25年06月11日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

51平成25年06月11日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

52平成25年06月11日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

53平成25年06月12日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

54平成25年06月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

55平成25年06月21日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

56平成25年06月21日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

57平成25年06月24日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

58平成25年07月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

59平成25年07月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

60平成25年07月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）
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61平成25年07月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

62平成25年07月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

63平成25年07月02日 起案
下水道使用料の還付について（伺い）

64平成25年07月02日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

65平成25年07月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

66平成25年07月02日 起案
下水道使用料の還付について（伺い）

67平成25年07月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

68平成25年07月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

69平成25年07月04日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

70平成25年07月04日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

71平成25年07月05日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

72平成25年07月05日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

73平成25年07月05日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

74平成25年07月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

75平成25年07月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

76平成25年07月09日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

77平成25年07月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

78平成25年07月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

79平成25年07月09日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

80平成25年07月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）
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81平成25年07月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

82平成25年07月12日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

83平成25年07月16日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

84平成25年07月16日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

85平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

86平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

87平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

88平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

89平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

90平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

91平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

92平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

93平成25年07月22日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

94平成25年07月24日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

95平成25年07月25日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

96平成25年07月25日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

97平成25年08月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

98平成25年08月01日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

99平成25年08月01日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

100平成25年08月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）
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101平成25年08月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

102平成25年08月05日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

103平成25年08月05日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

104平成25年08月05日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

105平成25年08月05日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

106平成25年08月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

107平成25年08月06日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

108平成25年08月06日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

109平成25年08月08日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

110平成25年08月08日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

111平成25年08月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

112平成25年08月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

113平成25年08月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

114平成25年08月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

115平成25年08月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

116平成25年08月13日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

117平成25年08月13日 起案
水道料金等の還付について（伺い）

118平成25年08月16日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

119平成25年08月16日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

120平成25年08月19日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）
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121平成25年08月20日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

122平成25年08月22日 起案
水道料金等の還付について（伺い）

123平成25年08月22日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

124平成25年08月23日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

125平成25年08月23日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

126平成25年09月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

127平成25年09月03日 起案
水道料金等の還付について（伺い）

128平成25年09月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

129平成25年09月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

130平成25年09月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

131平成25年09月04日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

132平成25年09月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

133平成25年09月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

134平成25年09月04日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

135平成25年09月04日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

136平成25年09月04日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

137平成25年09月06日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

138平成25年09月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

139平成25年09月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

140平成25年09月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）
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141平成25年09月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

142平成25年09月11日 起案
水道料金等の還付について（伺い）

143平成25年09月11日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

144平成25年09月12日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

145平成25年09月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

146平成25年09月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

147平成25年09月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

148平成25年09月13日 起案
下水道使用料の還付について（伺い）

149平成25年09月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

150平成25年09月17日 起案
下水道使用料の還付について（伺い）

151平成25年09月17日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

152平成25年09月17日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

153平成25年09月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

154平成25年09月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

155平成25年09月20日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

156平成25年09月20日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

157平成25年09月20日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

158平成25年10月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

159平成25年10月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

160平成25年10月01日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）



索引目次

第３種K00平成25年度
還付 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

161平成25年10月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

162平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

163平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

164平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

165平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

166平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

167平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

168平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

169平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

170平成25年10月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

171平成25年10月07日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

172平成25年10月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

173平成25年10月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

174平成25年10月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

175平成25年10月07日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

176平成25年10月07日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

177平成25年10月07日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

178平成25年10月09日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

179平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

180平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）
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181平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

182平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

183平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

184平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

185平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

186平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

187平成25年10月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

188平成25年10月18日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

189平成25年10月21日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

190平成25年10月21日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

191平成25年10月21日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

192平成25年10月22日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

193平成25年10月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

194平成25年10月22日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

195平成25年10月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

196平成25年10月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

197平成25年10月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

198平成25年10月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

199平成25年11月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

200平成25年11月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）



索引目次

第３種K00平成25年度
還付 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

201平成25年11月01日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

202平成25年11月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

203平成25年11月01日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

204平成25年11月01日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

205平成25年11月01日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

206平成25年11月01日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

207平成25年11月01日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

208平成25年11月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

209平成25年11月08日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

210平成25年11月08日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

211平成25年11月08日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

212平成25年11月08日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

213平成25年11月08日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

214平成25年11月11日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

215平成25年11月11日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

216平成25年11月11日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

217平成25年11月11日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

218平成25年11月11日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

219平成25年11月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

220平成25年11月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）



索引目次

第３種K00平成25年度
還付 上下水道局/経営企画課/料金係
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221平成25年11月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

222平成25年11月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

223平成25年11月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

224平成25年11月15日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

225平成25年11月19日 起案
下水道使用料の還付について（伺い）

226平成25年11月19日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

227平成25年11月19日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

228平成25年11月20日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

229平成25年11月20日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

230平成25年11月20日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

231平成25年11月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

232平成25年11月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

233平成25年11月25日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

234平成25年11月25日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

235平成25年11月25日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

236平成25年11月25日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

237平成25年12月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

238平成25年12月02日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

239平成25年12月02日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

240平成25年12月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）



索引目次

第３種K00平成25年度
還付 上下水道局/経営企画課/料金係
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241平成25年12月04日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

242平成25年12月05日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

243平成25年12月05日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

244平成25年12月05日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

245平成25年12月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

246平成25年12月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

247平成25年12月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

248平成25年12月10日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

249平成25年12月10日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

250平成25年12月11日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

251平成25年12月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

252平成25年12月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

253平成25年12月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

254平成25年12月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

255平成25年12月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

256平成25年12月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

257平成25年12月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

258平成26年01月06日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

259平成26年01月06日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

260平成26年01月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）



索引目次
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261平成26年01月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

262平成26年01月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

263平成26年01月06日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

264平成26年01月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

265平成26年01月06日 起案
下水道使用料の還付について(伺い）

266平成26年01月08日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

267平成26年01月09日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

268平成26年01月09日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

269平成26年01月10日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

270平成26年01月10日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

271平成26年01月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

272平成26年01月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

273平成26年01月10日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

274平成26年01月10日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

275平成26年01月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

276平成26年01月14日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

277平成26年01月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

278平成26年01月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

279平成26年01月17日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

280平成26年01月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）



索引目次
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281平成26年01月17日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

282平成26年01月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

283平成26年01月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

284平成26年01月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

285平成26年01月17日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

286平成26年01月20日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

287平成26年01月22日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

288平成26年01月24日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

289平成26年01月24日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

290平成26年01月24日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

291平成26年02月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

292平成26年02月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

293平成26年02月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

294平成26年02月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

295平成26年02月06日 起案
下水道使用料の還付（充当）について（伺い）

296平成26年02月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

297平成26年02月07日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

298平成26年02月07日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

299平成26年02月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

300平成26年02月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）



索引目次
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301平成26年02月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

302平成26年02月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

303平成26年02月10日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

304平成26年02月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

305平成26年02月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

306平成26年02月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

307平成26年02月14日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

308平成26年02月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

309平成26年02月14日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

310平成26年02月14日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

311平成26年02月18日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

312平成26年02月18日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

313平成26年02月18日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

314平成26年02月19日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

315平成26年02月19日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

316平成26年02月20日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

317平成26年02月20日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

318平成26年02月20日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

319平成26年02月24日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

320平成26年02月24日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）
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321平成26年02月24日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

322平成26年02月24日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

323平成26年03月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

324平成26年03月03日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

325平成26年03月03日 起案
下水道使用料の還付について(伺い）

326平成26年03月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

327平成26年03月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

328平成26年03月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

329平成26年03月03日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

330平成26年03月06日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

331平成26年03月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

332平成26年03月07日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

333平成26年03月07日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

334平成26年03月12日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

335平成26年03月12日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

336平成26年03月12日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

337平成26年03月13日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）

338平成26年03月13日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

339平成26年03月14日 起案
水道料金等の還付について(伺い）

340平成26年03月18日 起案
水道料金等の還付（充当）について（伺い）
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341平成26年03月26日 起案
公共下水道事業受益者負担金の還付について（伺い）



索引目次

第３種K10平成25年度
財務諸務 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月03日 起案
平成25年度職員給与支給に係る資金前渡職員決定通知書の提出について
（伺い）

2平成25年05月28日 起案
掛売専用カードの申し込みについて
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1平成25年04月01日 収受
平成25年度宮古市水道事業会計及び下水道事業会計予算書の送付につい
て（供覧）

2平成25年04月01日 収受
平成25年度釜石市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

3平成25年04月01日 収受
平成25年度遠野市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

4平成25年04月02日 収受
平成25年度奥州市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

5平成25年04月04日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（３月末現在について）について
（伺い）

6平成25年04月05日 収受
平成25年度水道事業会計予算書の送付について（供覧）

7平成25年04月05日 収受
平成25年度二戸市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

8平成25年04月08日 起案
予算執行計画調書（歳入・歳出）の作成について（伺い）

9平成25年04月09日 起案
平成25年度水道事業及び下水道事業会計予算書の送付について（伺い）

10平成25年04月11日 収受
平成25年度陸前高田市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

11平成25年04月11日 収受
平成25年度久慈市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

12平成25年04月15日 起案
平成25年度水道事業会計予算書の送付について／春日部市（伺い）

13平成25年04月15日 収受
平成25年度八戸圏域水道事業団水道事業会計予算書の送付について（供
覧）

14平成25年04月15日 収受
平成25年度仙台市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

15平成25年04月15日 収受
平成25年度郡山市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

16平成25年04月15日 収受
平成25年度会津若松市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

17平成25年04月16日 収受
平成25年度八幡平市上下水道事業会計予算書の送付について（供覧）

18平成25年04月16日 収受
平成25年度青森市水道事業会計予算書の送付について（供覧）

19平成25年04月17日 起案
平成25年度普通交付税の算定に用いる基礎数値（４月照会）について（伺い

20平成25年04月17日 収受
平成25年度福島市水道事業会計予算書の送付について（供覧）
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21平成25年04月18日 収受
平成25年度秋田市上下水道事業会計予算書の送付について（供覧）

22平成25年05月07日 起案
平成25年度普通交付税（合併算定）に用いる基礎数値BＣについて（伺い）

23平成25年05月10日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（４月末現在）について（伺い）

24平成25年05月13日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（4月末現在について）について
（伺い）

25平成25年05月15日 起案
平成25年度水道事業高料金対策に係る資本費等の調査について（伺い）

26平成25年05月23日 収受
平成25年度仙台市下水道事業会計予算書の送付について（供覧）

27平成25年05月28日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（５月末現在）について（伺い）

28平成25年05月30日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（５月末現在について）について
（伺い）

29平成25年06月14日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表の送付について／松山市（供
覧）

30平成25年06月17日 起案
平成24年度地方公営企業決算の状況調査票の送付について（伺い）

31平成25年06月18日 起案
平成25年度水道事業及び下水道事業会計予算書等の送付について（伺い）

32平成25年06月18日 収受
平成25年度旭川市下水道事業会計予算書等の送付について（供覧）

33平成25年06月19日 起案
平成24年度地方公営企業決算の状況調査票の送付について／姫路市（伺
い）

34平成25年06月19日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表の送付について／姫路市（供
覧）

35平成25年06月24日 収受
平成25年度いわき市水道事業会計予算書等の送付について（供覧）

36平成25年07月01日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（６月末現在）について（伺い）

37平成25年07月01日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表の送付について／岡崎市（供
覧）

38平成25年07月02日 起案
平成24年度地方公営企業決算の状況調査票の送付について／岡崎市（伺
い）

39平成25年07月03日 起案
一般会計繰出金に係る協定書の提供について／柏市（伺い）

40平成25年07月03日 起案
平成24年度地方公営企業決算の状況調査表の送付について／尼崎市（伺
い）



索引目次

第３種K10平成25年度
財務諸務 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成25年07月03日 起案
資金不足比率等に関する算定様式の提出について（伺い）

42平成25年07月03日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表の送付について／尼崎市（供
覧）

43平成25年07月05日 起案
平成24年度地方公営企業（下水道事業）決算状況等について／宇都宮市
（伺い）

44平成25年07月05日 起案
平成24年度地方公営企業決算の状況調査表等の送付について／倉敷市（伺
い）

45平成25年07月05日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表の送付について／倉敷市（供
覧）

46平成25年07月08日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（６月末現在について）について
（伺い）

47平成25年07月17日 起案
地方公営企業会計の見直し等について（伺い）

48平成25年07月18日 起案
平成24年度地方公営企業決算の状況調査表の送付について／西宮市（伺
い）

49平成25年07月18日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表の送付について／西宮市（供
覧）

50平成25年07月23日 起案
平成24年度決算状況調査表及び平成25年度予算書の送付について／和歌
山市（伺い）

51平成25年07月23日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表等の送付について／和歌山市
（供覧）

52平成25年07月25日 収受
平成 24 年度地方公営企業決算状況調査表等の送付について／高槻市（供
覧）

53平成25年08月01日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（７月末現在）について（伺い）

54平成25年08月08日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（７月末現在について）について
（伺い）

55平成25年09月02日 起案
平成25年度特別交付税の額の算定に用いる基礎資料について（伺い）

56平成25年09月04日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（８月末現在）について（伺い）

57平成25年09月09日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（８月末現在について）について
（伺い）

58平成25年10月03日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（9月末現在）について（伺い）

59平成25年10月08日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（９月末現在について）について
（伺い）

60平成25年11月06日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（10月末現在）について（伺い）



索引目次

第３種K10平成25年度
財務諸務 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61平成25年11月11日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（10月末現在について）につい
て（伺い）

62平成25年12月02日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（11月末現在）について（伺い）

63平成25年12月05日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（11月末現在について）につい
て（伺い）

64平成26年01月08日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（1２月末現在）について（伺い）

65平成26年01月09日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（12月末現在について）につい
て（伺い）

66平成26年01月20日 起案
ゼロ市債対応可能事業の調査について（伺い）

67平成26年01月30日 起案
ゼロ市債対応可能事業の調査について（伺い）

68平成26年02月04日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（１月末現在）について（伺い）

69平成26年02月10日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（１月末現在について）について
（伺い）

70平成26年03月05日 起案
平成25年度公共事業執行状況調査（２月末現在）について（伺い）

71平成26年03月11日 起案
平成25年度公共事業等の事業執行状況調査（２月末現在について）について
（伺い）

72平成26年03月18日 収受
平成26年度水道事業会計予算書の送付について／奥州市（供覧）

73平成26年03月18日 収受
平成26年度水道事業会計予算書の送付について／遠野市（供覧）

74平成26年03月20日 収受
平成26年度水道事業及び下水道事業会計予算書等について（供覧）

75平成26年03月24日 収受
流域下水道施設における発電施設導入可能性調査結果について

76平成26年03月24日 収受
平成26年度水道事業会計予算書の送付について／久慈市（供覧）

77平成26年03月24日 収受
平成26年度水道事業会計予算書の送付について／春日部市（供覧）

78平成26年03月25日 起案
中核市市長会「国の施策及び予算に関する提言（担当市案）」について（回
答）

79平成26年03月26日 収受
平成26年度水道事業会計予算書の送付について／釜石市（供覧）

80平成26年03月27日 収受
平成26年度水道事業会計予算書の送付について／二戸市（供覧）



索引目次

第３種K10平成25年度
財務諸務 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

81平成26年03月27日 収受
平成26年度水道事業会計予算書の送付について／久慈市（供覧）

82平成26年03月31日 起案
平成26年度予算書の送付について／福山市（伺い）

83平成26年03月31日 収受
平成26年度水道事業会計及び下水道事業会計予算書の送付について／宮
古市（供覧）



索引目次

第３種K10平成25年度
金融機関関係 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
盛岡市上下水道事業管理者就退任に伴う取扱金融機関への諸手続きについ
て（伺い）

2平成25年09月09日 起案
残高確認証明書の回答について（伺い）

3平成25年10月22日 起案
出納取扱金融機関等に対する検査の実施について（伺い）

4平成25年12月03日 起案
出納取扱金融機関等に対する検査結果について（報告）

5平成26年03月14日 起案
残高確認証明書の回答について（伺い）

6平成26年03月26日 起案
平成26年度盛岡市下水道事業会計予算に係る議決証明について（伺い）



索引目次

第１種K10平成25年度
金融機関関係（契約関係） 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
盛岡市水道事業及び下水道事業の収納取扱金融機関に関する契約の変更
について（伺い）

2平成25年04月01日 起案
盛岡市水道事業及び下水道事業の収納取扱金融機関に関する契約変更の
締結について（報告）

3平成26年01月31日 起案
反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みに伴う覚書の締結について（伺
い）

4平成26年02月07日 収受
消費税率引上げに伴う手数料等の改定のお知らせ（供覧）／株式会社岩手銀
行



索引目次

第３種K10平成25年度
資金前渡職員 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
平成25年度職員給与支給に係る資金前渡職員決定通知書の提出について
（伺い）

2平成25年04月10日 起案
平成25年度職員給与支給に係る資金前渡職員の届出について（伺い）



索引目次

第１種K12平成25年度
決算関係 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月04日 起案
消費税及び地方消費税の課税状況について（伺い）

2平成25年05月14日 起案
平成24年度下水道事業会計における消費税及び地方消費税の確定申告に
ついて（伺い）

3平成25年05月17日 起案
平成24年度水道事業会計における消費税及び地方消費税の確定申告につ
いて（伺い）

4平成25年09月30日 起案
平成24年度盛岡市水道事業剰余金の処分について（伺い）

5平成25年12月13日 起案
平成24年度国土交通省所管建設事業費等実績調査（建設業務統計）につい
て（伺い）

6平成26年03月18日 起案
下水道事業における建設工事による取得資産の精算事務について（伺い）



索引目次

第１種K12平成25年度
決算関係 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年05月07日 起案
平成24年度決算の原稿作成依頼について（伺い）

2平成25年05月27日 起案
平成24年度盛岡市水道事業会計及び下水道事業会計決算書の提出につい
て（伺い）

3平成25年06月06日 起案
平成24年度盛岡市水道事業会計及び下水道事業会計決算に関する照会に
ついて（伺い）

4平成25年06月10日 起案
平成24年度決算に係る主要な施策の成果に関する実績報告書の原稿作成依
頼について(伺い)

5平成25年06月19日 起案
平成24年度盛岡市水道事業及び下水道事業会計決算に関する照会事項に
ついて（伺い）

6平成25年06月20日 起案
平成24年度決算に係る主要な施策の成果に関する実績報告書の提出につい
て（伺い）

7平成25年07月30日 起案
平成24年度決算に係る主要な施策の成果に関する実績報告書の原稿の確認
について（伺い）

8平成25年10月21日 起案
平成25年度盛岡市水道事業及び下水道事業の上半期における業務状況説
明書類の提出依頼について（伺い）

9平成25年11月25日 起案
平成25年度盛岡市水道事業及び下水道事業の上半期における業務状況の
報告について（伺い）



索引目次

第２種K13平成25年度
ダム負担金（御所ダム維持管理負担金
関係）

上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年07月01日 収受
平成25年度堰堤維持費に係る電気事業者等負担金の予定額について（供
覧）



索引目次

第２種K13平成25年度
ダム負担金（綱取ダム関係） 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月16日 起案
平成25年度綱取ダム共同施設の維持及び修繕に関する実施計画について
（伺い）

2平成25年06月04日 起案
綱取ダム管理連絡会議について（報告）

3平成25年12月03日 起案
平成25年度第２回綱取ダム管理連絡会議について（報告）

4平成26年01月28日 収受
平成24年度綱取ダム管理費用にかかる負担金の確定額について

5平成26年02月20日 起案
平成25年度綱取ダム共同施設の維持及び修繕に関する実施計画の変更に
ついて（伺い）

6平成26年03月04日 起案
綱取ダム共同施設（管理宿舎及び用地）の処分について（伺い）



索引目次

第２種K13平成25年度
流域下水道負担金 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月08日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

2平成25年05月08日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

3平成25年06月04日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

4平成25年07月04日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

5平成25年08月08日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

6平成25年09月05日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

7平成25年10月09日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

8平成25年11月11日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

9平成25年11月18日 起案
平成25年度流域下水道事業に係る維持管理負担金の取扱いについて（伺
い）

10平成25年12月04日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

11平成26年01月08日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

12平成26年01月09日 起案
流域下水道維持管理に要する費用の負担に関する覚書の運用について（伺
い）

13平成26年01月10日 収受
流域下水道維持管理協議会設置要綱等の一部改正について（供覧）

14平成26年01月16日 収受
「流域下水道維持管理に要する費用の負担に関する覚書の運用」の送付につ
いて（供覧）

15平成26年01月28日 起案
平成26年度流域下水道建設事業に要する経費の一部負担について（伺い）

16平成26年01月28日 起案
平成26年度流域下水道管理事業に要する経費の一部負担について（伺い）

17平成26年02月08日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

18平成26年02月12日 起案
平成25年度流域下水道建設事業に要する経費の一部負担の変更について
（伺い）

19平成26年03月06日 起案
北上川上流流域下水道に係る排水量の報告について（伺い）

20平成26年03月11日 起案
平成24年度流域下水道建設事業に要する経費の一部負担の不用残相当額
の返還について（伺い）



索引目次

第３種K13平成25年度
収支月計 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月08日 起案
平成25年３月分収支月計表の確認について（伺い）

2平成25年05月07日 起案
平成25年４月分収支月計表の確認について（伺い）

3平成25年06月05日 起案
平成25年５月分収支月計表の確認について（伺い）

4平成25年07月05日 起案
平成25年６月分収支月計表の確認について（伺い）

5平成25年08月05日 起案
平成25年７月分収支月計表の確認について（伺い）

6平成25年09月05日 起案
平成25年８月分収支月計表の確認について（伺い）

7平成25年10月03日 起案
平成25年９月分収支月計表の確認について（伺い）

8平成25年11月05日 起案
平成25年10月分収支月計表の確認について（伺い）

9平成25年12月06日 起案
平成25年11月分収支月計表の確認について（伺い）

10平成26年01月08日 起案
平成25年12月分収支月計表の確認について（伺い）

11平成26年02月05日 起案
平成26年１月分収支月計表の確認について（伺い）

12平成26年03月05日 起案
平成26年２月分収支月計表の確認について（伺い）



索引目次

第２種K14平成25年度
一般会計繰入金 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月02日 起案
平成25年度下水道事業会計負担金の交付申請について（伺い）

2平成25年06月20日 起案
平成24年度消火栓の設置及び管理等に要する経費資料の提出依頼につい
て（伺い）

3平成25年08月27日 起案
平成26年度予算に係る消火栓の設置及び管理等に要する経費資料の提出
依頼について（伺い）

4平成25年08月28日 起案
平成25年度下水道事業会計負担金の交付申請について（伺い）

5平成25年10月21日 起案
平成26年度予算に係る消火栓の設置及び管理等に要する経費資料の提出
依頼（第２回目）について（伺い）

6平成25年11月08日 起案
平成26年度予算に係る消火栓の設置及び管理等に要する経費に係る一般会
計負担金予算関係資料の送付について（伺い）

7平成25年11月25日 起案
平成26年度上下水道事業に要する経費の予算確保について（依頼）

8平成26年01月09日 起案
消火栓設置及び消火栓維持管理に要する経費に係る3月補正予算対応につ
いて（伺い）

9平成26年01月09日 起案
平成25年度上下水道事業に要する経費に係る一般会計繰出金の3月補正予
算対応について　　　（伺い）

10平成26年02月20日 起案
水道水源開発事業費補助金等の交付について（伺い）

11平成26年02月20日 起案
平成25年度下水道事業会計負担金の交付申請について（伺い）

12平成26年03月03日 起案
公設消火栓の新設等に係る経費の請求について（伺い）

13平成26年03月12日 起案
平成25年度下水道事業会計補助金の交付申請について（伺い）

14平成26年03月14日 起案
平成25年度水道水源開発等に要する経費に係る一般会計繰出金交付請求
について（伺い）

15平成26年03月19日 起案
平成25年度水道水源開発等に係る補助金等の請求について（伺い）



索引目次

第２種K14平成25年度
水道水源開発等施設整備費国庫補助
金

上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月16日 起案
平成25年度水道事業実務担当者会議の出席について（伺い）

2平成25年05月07日 起案
公共事業施行状況調査（４月分）に係る照会について（伺い）

3平成25年05月08日 起案
公共事業施行状況調査（４月分）の提出について（伺い）

4平成25年05月21日 起案
平成24年度補正予算進捗状況（5月分）に係る照会について（伺い）

5平成25年05月30日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて（伺い） 

6平成25年06月03日 起案
公共事業施行状況調査（5月分）に係る照会について（伺い）

7平成25年06月05日 起案
公共事業施行状況調査（５月分）の提出について（伺い）

8平成25年06月05日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて（伺い） 

9平成25年07月01日 起案
公共事業施行状況調査（６月分）に係る照会について（伺い）

10平成25年08月01日 起案
公共事業施行状況調査（７月分）に係る照会について（伺い）

11平成25年08月05日 起案
公共事業施行状況調査（７月分）の提出について（伺い）

12平成25年08月08日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて（伺い） 

13平成25年08月19日 起案
水道施設整備費国庫補助金の所要額調べについて（伺い） 

14平成25年08月30日 起案
公共事業施行状況調査（８月分）に係る照会について（伺い）

15平成25年09月03日 起案
公共事業施行状況調査（8月分）の提出について（伺い）

16平成25年09月20日 起案
平成24度水道水源開発等施設整備費国庫補助金仕入れに係る消費税等相
当額の報告について（緊急時用連絡管）（伺い） 

17平成25年09月20日 起案
平成24年度水道水源開発等施設整備費国庫補助金仕入れに係る消費税等
相当額の報告について（老朽管更新事業）（伺い） 

18平成25年10月04日 起案
公共事業施行状況調査（９月分）に係る照会について（伺い）

19平成25年10月08日 起案
公共事業施行状況調査（９月分）の提出について（伺い）

20平成25年10月21日 起案
平成26年度水道施設整備費国庫補助事業の要望書等（水道管路耐震化等
推進事業費及び緊急時給水拠点確保等事業費）の提出について（伺い）



索引目次

第２種K14平成25年度
水道水源開発等施設整備費国庫補助
金

上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年11月05日 起案
公共事業施行状況調査（10月分）に係る照会について（伺い）

22平成25年11月06日 起案
公共事業施行状況調査（10月分）の提出について（伺い）

23平成25年12月02日 起案
簡易水道等施設整備費補助に係る簡易水道事業統合状況調査について（回
答）

24平成25年12月03日 起案
公共事業施行状況調査（11月分）に係る照会について（伺い）

25平成25年12月05日 起案
公共事業施行状況調査（11月分）の提出について（伺い）

26平成25年12月25日 起案
公共事業施行状況調査（12月分）に係る照会について（伺い）

27平成26年01月07日 起案
公共事業施行状況調査（12月分）の提出について（伺い）

28平成26年01月29日 起案
公共事業施行状況調査（１月分）に係る照会について（伺い）

29平成26年02月04日 起案
公共事業施行状況調査（１月分）の提出について（伺い）

30平成26年02月21日 起案
平成25年度水道施設整備事業に係る請求予定調査について（伺い）

31平成26年02月21日 起案
平成25年度水道施設整備事業に係る請求予定調査について（伺い）

32平成26年03月04日 起案
公共事業施行状況調査（2月分）に係る照会について（伺い）

33平成26年03月07日 起案
公共事業施行状況調査（２月分）の提出について（伺い）

34平成26年03月28日 起案
公共事業施行状況調査（３月分）に係る照会について（伺い）

35平成26年03月31日 起案
公共事業施行状況調査（３月分）の提出について（伺い）



索引目次

第３種K14平成25年度
預金組替通知書 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
盛岡市水栓便所改造資金貸付基金の運用について（伺い）

2平成25年04月01日 起案
下水道事業会計における収納取扱等金融機関担保金の運用について（伺
い）

3平成25年04月04日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年４月５日）について（伺い）

4平成25年04月08日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年４月10日）について（伺い）

5平成25年04月10日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年４月10日）について（伺い）

6平成25年04月17日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年４月19日）について（伺い）

7平成25年04月17日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年４月19日）について（伺い）

8平成25年04月18日 起案
下水道事業会計における収納取扱等金融機関担保金の運用の変更につい
て（伺い）

9平成25年04月25日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年４月30日）について（伺い）

10平成25年04月25日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年５月１日）について（伺い）

11平成25年05月01日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年５月２日）について（伺い）

12平成25年05月14日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年５月16日）について（伺い）

13平成25年05月14日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年５月15日）について（伺い）

14平成25年05月14日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年５月15日）について（伺い）

15平成25年05月29日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年５月29日）について（伺い）

16平成25年06月13日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年６月13日）について（伺い）

17平成25年06月20日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年６月20日）について（伺い）

18平成25年06月20日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年６月20日）について（伺い）

19平成25年06月27日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年６月27日）について（伺い）

20平成25年07月04日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年７月５日）について（伺い）



索引目次

第３種K14平成25年度
預金組替通知書 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年07月05日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年７月５日）について（伺い）

22平成25年07月10日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年７月16日）について（伺い）

23平成25年07月16日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年７月17日）について（伺い）

24平成25年07月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年８月１日）について（伺い）

25平成25年07月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年７月31日）について（伺い）

26平成25年08月02日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年８月２日）について（伺い）

27平成25年08月06日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年８月12日）について（伺い）

28平成25年08月13日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年８月15日）について（伺い）

29平成25年08月16日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年８月16日）について（伺い）

30平成25年08月29日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年８月29日）について（伺い）

31平成25年09月05日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年９月５日）について（伺い）

32平成25年09月13日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年９月13日）について（伺い）

33平成25年09月13日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年９月13日）について（伺い）

34平成25年09月18日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年９月19日）について（伺い）

35平成25年09月18日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年９月19日）について（伺い）

36平成25年09月24日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年９月30日）について（伺い）

37平成25年09月26日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金利息の繰入について（伺い）

38平成25年09月30日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金の運用について（伺い）

39平成25年09月30日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年９月30日）について（伺い）

40平成25年09月30日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年９月30日）について（伺い）



索引目次

第３種K14平成25年度
預金組替通知書 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成25年10月07日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年10月８日）について（伺い）

42平成25年10月07日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年10月８日）について（伺い）

43平成25年10月09日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年10月15日）について（伺い）

44平成25年10月09日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年10月15日）について（伺い）

45平成25年10月10日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年10月15日）について（伺い）

46平成25年10月29日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年10月29日）について（伺い）

47平成25年10月31日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年11月1日）について（伺い）

48平成25年11月13日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年11月14日）について（伺い）

49平成25年11月14日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年11月18日）について（伺い）

50平成25年11月18日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年11月18日）について（伺い）

51平成25年11月22日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年11月26日）について（伺い）

52平成25年11月28日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年11月28日）について（伺い）

53平成25年12月04日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年12月９日）について（伺い）

54平成25年12月06日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年12月６日）について（伺い）

55平成25年12月13日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年12月13日）について（伺い）

56平成25年12月17日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年12月19日）について（伺い）

57平成25年12月18日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成25年12月19日）について（伺い）

58平成25年12月24日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年1月6日）について（伺い）

59平成25年12月27日 起案
水道事業会計の資金運用（平成25年12月27日）について（伺い）

60平成26年01月08日 起案
水道事業会計の資金運用（平成26年１月10日）について（伺い）



索引目次

第３種K14平成25年度
預金組替通知書 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61平成26年01月14日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年１月15日）について（伺い）

62平成26年01月16日 起案
水道事業会計の資金運用（平成26年１月16日）について（伺い）

63平成26年01月20日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年１月21日）について（伺い）

64平成26年01月20日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年1月22日）について（伺い）

65平成26年01月21日 起案
水道事業会計の資金運用（平成26年１月24日）について（伺い）

66平成26年01月27日 起案
水道事業会計の資金運用（平成26年１月30日）について（伺い）

67平成26年02月13日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年２月14日）について（伺い）

68平成26年02月13日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年2月17日）について（伺い）

69平成26年02月13日 起案
水道事業会計の資金運用（平成26年２月17日）について（伺い）

70平成26年02月19日 起案
水道事業会計の資金運用（平成26年２月24日）について（伺い）

71平成26年02月19日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年2月24日）について（伺い）

72平成26年02月28日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年２月28日）について（伺い）

73平成26年02月28日 起案
水道事業会計の資金運用（平成26年３月４日）について（伺い）

74平成26年03月25日 起案
盛岡市水洗便所改造資金貸付基金利息の繰入について（伺い）

75平成26年03月25日 起案
下水道事業会計の資金運用（平成26年３月31日）について（伺い）



索引目次

第３種K14平成25年度
資金運用関係 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月05日 起案
有価証券の購入について（伺い）

2平成25年04月08日 起案
資金運用に係る有価証券管理口座の名義変更について（伺い） 

3平成25年04月09日 起案
有価証券の購入について（報告）

4平成25年04月09日 起案
資金運用に係る有価証券管理口座の名義変更等について（伺い） 

5平成25年04月11日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

6平成25年04月11日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

7平成25年04月11日 起案
平成25年３月分残高証明書の送付について（供覧）

8平成25年05月09日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

9平成25年05月09日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

10平成25年05月13日 起案
平成25年４月分残高証明書の送付について（供覧）

11平成25年06月06日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

12平成25年06月06日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

13平成25年06月12日 起案
平成25年５月分残高証明書の送付について（供覧）

14平成25年07月09日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

15平成25年07月09日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

16平成25年07月12日 起案
平成25年６月分残高証明書の送付について（供覧）

17平成25年07月12日 起案
取引残高報告書の送付について（供覧）

18平成25年07月16日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

19平成25年07月16日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

20平成25年08月06日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 



索引目次

第３種K14平成25年度
資金運用関係 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年08月06日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

22平成25年08月08日 起案
平成25年７月分残高証明書の送付について（供覧）

23平成25年08月12日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

24平成25年08月12日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

25平成25年08月12日 起案
平成25年７月分残高証明書の送付について（供覧）

26平成25年08月19日 起案
平成25年７月分残高証明書の送付について（供覧）

27平成25年09月03日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

28平成25年09月03日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

29平成25年09月09日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

30平成25年09月09日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

31平成25年09月11日 起案
平成25年８月分残高証明書の送付について（供覧）

32平成25年09月26日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

33平成25年10月09日 起案
平成25年９月分残高証明書の送付について（供覧）

34平成25年10月15日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

35平成25年10月15日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

36平成25年11月07日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

37平成25年11月07日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

38平成25年11月11日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

39平成25年11月11日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

40平成25年11月13日 起案
平成25年10月分残高証明書の送付について（供覧）



索引目次

第３種K14平成25年度
資金運用関係 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成25年11月14日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

42平成25年11月14日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

43平成25年11月28日 起案
国債による資金運用について（伺い）

44平成25年12月09日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

45平成25年12月09日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

46平成25年12月12日 起案
平成25年11月分残高証明書の送付について（供覧）

47平成25年12月16日 起案
資金運用時における譲渡性預金の会計処理について（伺い）

48平成26年01月09日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

49平成26年01月16日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

50平成26年01月16日 起案
平成25年12月分残高証明書の送付について（供覧）

51平成26年01月21日 起案
有価証券（国債）の購入について（伺い） 

52平成26年02月12日 起案
平成26年1月分残高証明書の送付について（供覧）

53平成26年02月17日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

54平成26年02月17日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

55平成26年02月24日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

56平成26年02月24日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 

57平成26年03月11日 起案
平成26年２月分残高証明書の送付について（供覧）

58平成26年03月25日 起案
有価証券（国債）償還金の受入について（伺い） 



索引目次

第２種K16平成25年度
業務委託等 上下水道局/経営企画課/財務係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
上下水道事業財務会計システム改修業務委託の契約締結について（伺い）

2平成25年04月01日 起案
上下水道事業財務会計システム改修業務委託

3平成25年04月01日 起案
委託業務処理日程表等の提出について

4平成25年04月02日 起案
盛岡市水道料金等徴収業務用電子計算処理システム改修業務委託の契約
締結について（伺い）

5平成25年04月02日 起案
盛岡市水道料金等徴収業務用電子計算処理システム改修業務委託



索引目次

第２種K16平成25年度
業務委託等 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
平成25年度水道料金等コンビニエンスストア収納業務委託契約の締結につい
て（供覧）

2平成25年04月01日 起案
平成25年度水道料金等コンビニエンスストア収納業務委託に係る領収済水道
料金等の振込口座の通知について（伺い）

3平成25年04月01日 収受
身分証明書返却届について（供覧）

4平成25年10月03日 起案
盛岡市水道料金等電算システム改修業務委託の実施について（伺い）

5平成25年10月17日 起案
盛岡市水道料金等電算システム改修業務委託に係る契約締結について（伺
い）

6平成25年10月21日 起案
盛岡市水道料金等電算システム改修業務委託の契約締結について（報告）

7平成26年01月06日 起案
盛岡市水道料金等電算システム消費税率改修業務委託の実施について（伺
い）

8平成26年01月14日 起案
盛岡市水道料金等電算システム消費税率改修業務委託に係る契約締結につ
いて（伺い）

9平成26年01月15日 起案
盛岡市水道料金等電算システム消費税率改修業務委託の契約締結について
（報告）

10平成26年01月16日 起案
平成26年度水道料金等コンビニエンスストア収納業務委託契約の実施につい
て（伺い）



索引目次

第２種K16平成25年度
業務委託（水道料金等徴収業務委託） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

2平成25年04月01日 起案
委託業務監督者選任通知について（伺い）

3平成25年04月01日 収受
業務従事者届について（供覧）

4平成25年04月05日 収受
業務従事者届について（供覧）

5平成25年04月09日 収受
平成25年度システム処理日付スケジュール表について（供覧）

6平成25年04月10日 収受
平成25年度未納整理年間スケジュール表について（供覧）

7平成25年05月09日 収受
業務従事者届について（供覧）

8平成25年05月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

9平成25年05月29日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

10平成25年05月29日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

11平成25年06月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

12平成25年07月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

13平成25年08月05日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

14平成25年08月05日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

15平成25年08月12日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

16平成25年08月27日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

17平成25年09月10日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

18平成25年09月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

19平成25年09月10日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

20平成25年10月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）



索引目次

第２種K16平成25年度
業務委託（水道料金等徴収業務委託） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年11月05日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

22平成25年11月11日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

23平成25年11月18日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

24平成25年11月18日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

25平成25年12月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

26平成25年12月10日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

27平成26年01月06日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

28平成26年01月06日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

29平成26年01月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

30平成26年01月17日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

31平成26年01月17日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

32平成26年01月31日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

33平成26年01月31日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

34平成26年02月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

35平成26年02月20日 収受
領収印使用者登録（変更）届について（供覧）

36平成26年02月28日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

37平成26年03月03日 収受
業務責任者選任（変更）届について（供覧）

38平成26年03月03日 収受
領収印使用者登録（変更）届について（供覧）

39平成26年03月03日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

40平成26年03月06日 起案
盛岡市水道料金等徴収業務委託契約の変更契約について（伺い）



索引目次

第２種K16平成25年度
業務委託（水道料金等徴収業務委託） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成26年03月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

42平成26年03月25日 起案
盛岡市水道料金等徴収業務委託変更契約の契約締結について（報告）

43平成26年03月31日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）



索引目次

第２種K16平成25年度
業務委託（水道事業検針業務委託） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

2平成25年04月01日 収受
業務従事者届について（供覧）

3平成25年04月02日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

4平成25年04月02日 収受
業務従事者届について（供覧）

5平成25年04月08日 収受
誤検針集計表について（供覧）

6平成25年04月09日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

7平成25年04月09日 収受
業務従事者届について（供覧）

8平成25年05月09日 収受
業務従事者届について

9平成25年05月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

10平成25年06月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

11平成25年06月11日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

12平成25年06月11日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

13平成25年06月19日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

14平成25年06月19日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

15平成25年07月09日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

16平成25年07月09日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

17平成25年07月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

18平成25年08月05日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

19平成25年08月05日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

20平成25年08月12日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）



索引目次

第２種K16平成25年度
業務委託（水道事業検針業務委託） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年08月27日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

22平成25年09月10日 起案
業務委託完了届の提出について（伺い）

23平成25年10月10日 起案
業務委託完了届の提出について（伺い）

24平成25年11月11日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

25平成25年12月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

26平成25年12月10日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

27平成26年01月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

28平成26年01月17日 起案
身分証明書作成承認願について（伺い）

29平成26年01月17日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

30平成26年02月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

31平成26年03月03日 収受
業務責任者選任（変更）届について（伺い）

32平成26年03月03日 収受
業務従事者（変更）届について（供覧）

33平成26年03月06日 起案
水道事業検針業務委託契約の変更契約について（伺い）

34平成26年03月10日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）

35平成26年03月25日 起案
水道事業検針業務委託変更契約の契約締結について（報告）

36平成26年03月31日 起案
業務委託完了届の提出について（報告）



索引目次

第１種K20平成25年度
上下水道事業経営審議会 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月25日 起案
審議会･委員会等の女性委員の登用状況調査について（伺い）

2平成25年06月25日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会の開催について（伺い）　
  

3平成25年07月02日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会の開催にかかる各課への
通知について（伺い）

4平成25年07月19日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会にかかる経営会議への報
告について（伺い）

5平成25年07月30日 起案
平年25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会における市長あいさつ原
稿について（伺い）

6平成25年08月06日 起案
平成25年度盛岡市上下水道事業経営審議会に係る局内打ち合わせ資料に
ついて（伺い）　  

7平成25年08月07日 起案
平年25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会にかかる市長・副市長及
び会長説明資料について（伺い）

8平成25年08月09日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会の資料送付について（伺
い）　  

9平成25年08月09日 起案
平年25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会の傍聴及び開催周知に
ついて（伺い）

10平成25年08月23日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会に係る欠席委員への資
料送付について（伺い）

11平成25年08月30日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会に係る委員報酬明細書
の送付について（伺い）

12平成25年09月03日 起案
「新水道ビジョン・新地方公営企業会計制度講演会」の実施について（伺い）

13平成25年09月06日 起案
「新水道ビジョン・新地方公営企業会計制度講演会」開催にかかる議会事務
局への通知について（伺い）

14平成25年09月18日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会の会議結果について（伺
い）

15平成25年10月07日 起案
「新水道ビジョン・新地方公営企業会計制度講演会」のご案内について（伺
い）

16平成25年10月09日 起案
「新水道ビジョン・新地方公営企業会計制度講演会」にかかる議会事務局議
事総務課あての通知について（伺い）

17平成25年10月15日 起案
審議会等に関する調査について（伺い）

18平成25年10月16日 起案
新水道ビジョン・新地方公営企業会計制度講演会にかかる報道機関への情
報提供について（伺い）

19平成25年10月17日 起案
審議会･委員会等の女性委員の登用状況調査について（伺い）

20平成25年10月28日 起案
市議会議員から選任する各種委員会等委員の推薦依頼について（伺い）



索引目次

第１種K20平成25年度
上下水道事業経営審議会 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年11月11日 起案
「新水道ビジョン･新地方公営企業会計制度講演会」委員報酬明細書の送付
及び平成25年盛岡市上下水道事業経営審議会委員報酬に係る源泉徴収税
額調整のお知らせについて（伺い）

22平成25年11月11日 起案
「新水道ビジョン･新地方公営企業会計制度講演会」欠席委員への資料送付
及び平成25年盛岡市上下水道事業経営審議会委員報酬に係る源泉徴収税
額調整のお知らせについて（伺い）

23平成25年11月18日 起案
「新水道ビジョン・新地方公営企業会計制度講演会」講師料に係る明細書の
送付について（伺い）

24平成25年12月02日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会委員の任期満了に伴う時期委員の推薦依
頼等に係る事務手続きについて（伺い）

25平成25年12月10日 起案
市議会議員選出各種委員会等委員の推薦について（供覧）

26平成25年12月18日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会の開催について（伺い）　  

27平成25年12月20日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会の開催に係る次期委員あてお知らせについ
て（伺い）　  

28平成25年12月24日 起案
平成25年度第３回盛岡市上下水道事業経営審議会の日程及び経営審議会
の開催等にかかる各課への通知について（伺い）

29平成26年01月16日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会委員の委嘱等について（伺い）

30平成26年01月23日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会の委員改選に伴う推薦依頼等について（伺
い）

31平成26年01月24日 起案
平成25年度第３回盛岡市上下水道事業経営審議会（学習会）のご案内につ
いて（伺い）　  

32平成26年01月30日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会委員の委嘱等について（伺い）

33平成26年02月06日 起案
平成25年度第４回盛岡市上下水道事業経営審議会に係る局内打ち合わせ資
料について（伺い）　  

34平成26年02月06日 起案
平成25年度第３回盛岡市上下水道事業経営審議会及び学習会の結果につ
いて（伺い）

35平成26年02月07日 起案
平年25年度第４回盛岡市上下水道事業経営審議会の傍聴及び開催周知に
ついて（伺い）

36平成26年02月07日 起案
平成25年度第３回及び第４回盛岡市上下水道事業経営審議会の資料送付に
ついて（伺い）　  

37平成26年02月07日 起案
平年25年度第４回盛岡市上下水道事業経営審議会にかかる市長・副市長及
び会長説明資料について（伺い）

38平成26年02月13日 起案
平年25年度第４回盛岡市上下水道事業経営審議会における市長あいさつ原
稿について（伺い）

39平成26年02月17日 起案
平成25年度第４回盛岡市上下水道事業経営審議会の報告事項について（伺
い）

40平成26年03月06日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会委員の退任に伴う推薦依頼等について（伺
い）



索引目次

第１種K20平成25年度
上下水道事業経営審議会 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成26年03月20日 起案
平成25年度第４回盛岡市上下水道事業経営審議会の会議結果について（伺
い）

42平成26年03月25日 起案
盛岡市上下水道事業経営審議会委員の委嘱等について（伺い）



索引目次

第１種K20平成25年度
上下水道事業経営審議会 上下水道局/経営企画課/経理係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年07月22日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道事業経営審議会等に係る資料について
（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
給水停止執行 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月11日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

2平成25年04月19日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

3平成25年04月19日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

4平成25年04月30日 起案
給水停止執行の承認について（伺い）

5平成25年05月07日 起案
定例給水停止執行（第1回）の承認について（伺い）

6平成25年05月10日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

7平成25年05月17日 起案
転居未納停水執行（第1回）の結果について（報告）

8平成25年05月31日 起案
定例給水停止執行（第2回）の承認について（伺い）

9平成25年06月12日 起案
定例給水停止執行（第1回）の結果について（報告）

10平成25年06月13日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

11平成25年06月21日 起案
定例給水停止執行（第2回）の結果について（報告）

12平成25年06月21日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

13平成25年06月25日 起案
給水停止執行の承認について（伺い）

14平成25年06月27日 起案
定例給水停止執行（第3回）の承認について（伺い）

15平成25年07月03日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

16平成25年07月03日 起案
給水停止執行に伴うお知らせの送付と執行予定日の変更について（伺い）

17平成25年07月08日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

18平成25年07月09日 起案
玉山地区給水停止執行（第1回）の承認について（伺い）

19平成25年07月09日 起案
定例給水停止執行（第3回）の結果について（報告）

20平成25年07月12日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
給水停止執行 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年07月16日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

22平成25年07月16日 起案
玉山地区給水停止執行の結果について（報告）

23平成25年07月16日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

24平成25年07月16日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

25平成25年07月19日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

26平成25年07月19日 起案
転居未納停水執行（第2回）の結果について（報告）

27平成25年07月22日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

28平成25年07月23日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

29平成25年07月29日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

30平成25年07月31日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

31平成25年07月31日 起案
定例給水停止執行（第4回）の承認について（伺い）

32平成25年08月06日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

33平成25年08月06日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

34平成25年08月15日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

35平成25年08月16日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

36平成25年08月16日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

37平成25年08月19日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

38平成25年08月20日 起案
定例給水停止執行（第4回）の結果について（報告）

39平成25年08月22日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

40平成25年08月23日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）



索引目次

第３種K20平成25年度
給水停止執行 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成25年08月28日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

42平成25年08月28日 起案
定例給水停止執行（第5回）の承認について（伺い）

43平成25年09月03日 起案
給水停止執行の承認について（伺い）

44平成25年09月03日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

45平成25年09月11日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

46平成25年09月13日 起案
定例給水停止執行（第5回）の結果について（報告）

47平成25年09月13日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

48平成25年09月13日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

49平成25年09月17日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

50平成25年09月17日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

51平成25年09月24日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

52平成25年09月26日 起案
転居未納停水執行（第3回）の結果について（報告）

53平成25年09月26日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

54平成25年09月26日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

55平成25年09月26日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

56平成25年09月30日 起案
定例給水停止執行（第6回）の承認について（伺い）

57平成25年10月01日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

58平成25年10月08日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

59平成25年10月15日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

60平成25年10月15日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
給水停止執行 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61平成25年10月15日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

62平成25年10月15日 起案
定例給水停止執行（第6回）の結果について（報告）

63平成25年10月18日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

64平成25年10月18日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

65平成25年10月21日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

66平成25年10月22日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

67平成25年10月23日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

68平成25年10月24日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

69平成25年10月24日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

70平成25年10月24日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

71平成25年10月30日 起案
定例給水停止執行（第7回）及び玉山給水停止執行（第2回）の承認について
（伺い）

72平成25年11月01日 起案
給水停止執行の承認について（伺い）

73平成25年11月07日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

74平成25年11月11日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

75平成25年11月13日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

76平成25年11月18日 起案
定例給水停止執行（第7回）及び玉山給水停止執行（第2回）の結果について
（報告）

77平成25年11月20日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

78平成25年11月22日 起案
転居未納停水執行（第4回）の結果について（報告）

79平成25年11月22日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

80平成25年11月26日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
給水停止執行 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

81平成25年11月29日 起案
定例給水停止執行（第8回）の承認について（伺い）

82平成25年12月02日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

83平成25年12月04日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

84平成25年12月06日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

85平成25年12月13日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

86平成25年12月16日 起案
定例給水停止執行（第8回）の結果について（報告）

87平成25年12月20日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

88平成26年01月09日 起案
定例給水停止執行（第9回）の承認について（伺い）

89平成26年01月21日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

90平成26年01月22日 起案
定例給水停止執行（第9回）の結果について（報告）

91平成26年01月24日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

92平成26年01月30日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

93平成26年02月18日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

94平成26年02月20日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）

95平成26年02月20日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

96平成26年02月20日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

97平成26年02月24日 起案
給水停止執行の承認について（伺い）

98平成26年03月14日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の承認について（伺い）

99平成26年03月18日 起案
転居未納停水執行（第5回）の結果について（報告）

100平成26年03月26日 起案
給水停止執行（分納不履行分）の結果について（報告）



索引目次

第３種K20平成25年度
破産関係 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月22日 収受
破産手続開始及び同時廃止の通知について（供覧）

2平成25年04月23日 収受
破産手続開始及び同時廃止の通知について（供覧）

3平成25年04月26日 収受
破産手続開始申立受理通知について（供覧）

4平成25年05月15日 起案
財団債権の納入について（伺い）

5平成25年05月16日 起案
債権現在額等の回答について（伺い）

6平成25年05月20日 収受
破産手続開始及び同時廃止の通知について（供覧）

7平成25年05月20日 収受
免責決定の通知について（供覧）

8平成25年05月24日 収受
代理人辞任の通知について（供覧）

9平成25年05月29日 収受
免責決定の通知について（供覧）

10平成25年05月31日 起案
上下水道使用者にかかる債権調査の回答について（伺い）

11平成25年06月05日 収受
破産手続開始申立受理通知について（供覧）

12平成25年06月11日 収受
破産申立の連絡について（供覧）

13平成25年06月18日 起案
破産手続開始通知に係る債権届出書の提出について（伺い）

14平成25年06月18日 収受
破産手続開始申立受理通知について（供覧）

15平成25年06月24日 起案
債権現在額等の回答について（伺い）

16平成25年07月01日 収受
免責決定の通知について（供覧）

17平成25年07月02日 起案
破産手続開始通知に係る債権届出書の提出について（伺い）

18平成25年07月02日 起案
破産手続開始通知に係る債権届出書の提出について（伺い）

19平成25年07月02日 起案
破産手続開始通知に係る債権届出書の提出について（伺い）

20平成25年07月03日 収受
破産手続開始申立受理通知について（供覧）



索引目次

第３種K20平成25年度
破産関係 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年07月08日 起案
債権現在額等の回答について（伺い）

22平成25年07月08日 起案
債権現在額等の回答について（伺い）

23平成25年07月18日 収受
免責決定の通知について（供覧）

24平成25年07月22日 起案
破産手続開始通知にかかる下水道使用料等の交付要求について（伺い）

25平成25年08月20日 起案
破産手続開始通知に係る債権届出書の提出について（伺い）

26平成25年08月27日 収受
破産手続開始及び同時廃止の通知について（供覧）

27平成25年09月13日 起案
債権現在額等の回答について（伺い）

28平成25年10月04日 収受
任意整理手続き終結の通知について（供覧）

29平成25年10月15日 収受
代理人辞任の通知について（供覧）

30平成25年10月15日 収受
破産手続開始及び同時廃止の通知について（供覧）

31平成25年10月22日 起案
財団債権の納入について（伺い）

32平成25年11月05日 起案
上下水道使用者にかかる債権調査の回答について（伺い）

33平成25年12月02日 起案
破産手続開始通知に係る債権届出書の提出について（伺い）

34平成25年12月18日 収受
免責決定の通知について（供覧）

35平成26年01月07日 起案
債権申出催告書について（伺い）

36平成26年03月05日 起案
破産手続開始通知に係る債権届出書の提出について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（減免申請） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年05月13日 起案
使用水量の減量認定について（伺い）

2平成25年05月13日 起案
使用水量の減量認定について（伺い）

3平成25年09月20日 起案
使用水量の減量認定について（伺い）

4平成25年10月21日 起案
使用水量の減量認定について（伺い）

5平成26年01月22日 起案
使用水量の減量認定について（伺い）

6平成26年03月26日 起案
使用水量の減量認定について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（検針日程） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成26年01月20日 起案
平成26年度検針日程について（伺い）

2平成26年02月14日 起案
平成26年度検針日程の変更について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（給水量認定集計） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月04日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

2平成25年05月13日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

3平成25年07月02日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

4平成25年07月02日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

5平成25年07月02日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

6平成25年09月04日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

7平成25年10月03日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

8平成25年11月07日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

9平成25年12月02日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

10平成26年01月06日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

11平成26年02月03日 起案
使用水量の減量認定について（報告）

12平成26年03月03日 起案
使用水量の減量認定について（報告）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（滝沢村検針水量報告） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
滝沢水道使用者に係る使用水量報告の依頼について（伺い）

2平成25年04月04日 収受
滝沢村区域内における盛岡市水道使用者の検針水量の報告について（供
覧）

3平成25年06月05日 起案
滝沢村区域内における盛岡市水道使用者の検針水量報告について（伺い）

4平成25年07月29日 起案
滝沢村区域内における盛岡市水道使用者の検針水量報告について（伺い）

5平成25年09月30日 起案
滝沢村区域内における盛岡市水道使用者の検針水量報告について（伺い）

6平成25年12月02日 起案
滝沢村区域内における盛岡市水道使用者の検針水量報告について（伺い）

7平成26年02月03日 起案
滝沢市区域内における盛岡市水道使用者の検針水量報告について（伺い）

8平成26年03月31日 起案
滝沢市区域内における盛岡市水道使用者の検針水量報告について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（諸務） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月08日 起案
水道料金遡及賦課について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月04日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

2平成25年04月09日 起案
調定取消及び還付について（伺い）

3平成25年04月15日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

4平成25年04月15日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

5平成25年04月15日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

6平成25年04月15日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

7平成25年04月16日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

8平成25年04月17日 起案
還付及び充当（メーター故障）について（伺い）

9平成25年05月01日 起案
還付について（伺い）

10平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

11平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

12平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

13平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

14平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

15平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

16平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

17平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

18平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

19平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

20平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

22平成25年05月10日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・過年度）について（伺い）

23平成25年05月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

24平成25年05月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

25平成25年05月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

26平成25年05月14日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

27平成25年05月14日 起案
調定更正及び還付（誤請求の還付・過年度）について（伺い）

28平成25年05月15日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

29平成25年05月15日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

30平成25年05月15日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

31平成25年05月15日 起案
調定更正及び還付（誤請求の還付・過年度）について（伺い）

32平成25年05月16日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

33平成25年05月16日 起案
調定更正及び還付（誤請求の還付・過年度）について（伺い）

34平成25年05月20日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

35平成25年05月21日 起案
調定更正及び還付（誤請求の還付・過年度）について（伺い）

36平成25年05月24日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

37平成25年05月24日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

38平成25年05月24日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

39平成25年05月27日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

40平成25年05月28日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成25年05月28日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

42平成25年05月28日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

43平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

44平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

45平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

46平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

47平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

48平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

49平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

50平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

51平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

52平成25年06月04日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

53平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

54平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

55平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

56平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

57平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

58平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

59平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

60平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

61平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

62平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

63平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

64平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

65平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

66平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

67平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

68平成25年06月07日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

69平成25年06月10日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

70平成25年06月12日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

71平成25年06月12日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

72平成25年06月12日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

73平成25年06月13日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

74平成25年06月13日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

75平成25年06月13日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

76平成25年06月13日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

77平成25年06月13日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）

78平成25年06月14日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

79平成25年06月14日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

80平成25年06月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

81平成25年06月17日 起案
水道メーターの交差に伴う水道料金等の還付及び追加徴収について（伺い）

82平成25年06月17日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

83平成25年06月20日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

84平成25年06月20日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

85平成25年06月20日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・現年度）について（伺い）

86平成25年06月25日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

87平成25年06月25日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

88平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

89平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

90平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

91平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

92平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

93平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

94平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

95平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

96平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

97平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

98平成25年07月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・過年度）について（伺い）

99平成25年07月01日 起案
家事用井戸水使用区分及び使用人数更正に伴う還付金の未納額への充当
について（伺い）

100平成25年07月02日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

101平成25年07月02日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

102平成25年07月02日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・過年度）について（伺い）

103平成25年07月04日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

104平成25年07月05日 起案
調定更正及び還付（中止精算による還付・現年度）について（伺い）

105平成25年07月05日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・過年度）について（伺い）

106平成25年07月05日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

107平成25年07月05日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

108平成25年07月05日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・現年度）について（伺い）

109平成25年07月09日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

110平成25年07月10日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

111平成25年07月16日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

112平成25年07月17日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

113平成25年07月17日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

114平成25年07月17日 起案
調定更正及び還付（誤請求の還付・過年度）について（伺い）

115平成25年08月01日 起案
水道メーターの交差に伴う水道料金等の還付及び追加徴収について（伺い）

116平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

117平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

118平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

119平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

120平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

121平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・過年度）について（伺い）

122平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

123平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

124平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

125平成25年08月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

126平成25年08月02日 起案
水道メーターの交差に伴う水道料金の還付及び追加徴収について（伺い）

127平成25年08月08日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・過年度）について（伺い）

128平成25年08月08日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

129平成25年08月12日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度・現年度）について（伺い）

130平成25年08月26日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

131平成25年08月26日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度・現年度）について（伺い）

132平成25年08月26日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

133平成25年09月02日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

134平成25年09月02日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

135平成25年09月02日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

136平成25年09月02日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

137平成25年09月02日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・現年度）について（伺い）

138平成25年09月09日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

139平成25年09月24日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

140平成25年09月24日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度・現年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

141平成25年09月24日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

142平成25年09月24日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

143平成25年09月26日 起案
調定更正及び還付（調定取消しによる還付・過年度・現年度）について（伺い）

144平成25年09月30日 起案
調定更正及び還付（調定取消しによる還付・過年度・現年度）について（伺い）

145平成25年10月01日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

146平成25年10月01日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

147平成25年10月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度・現年度）について（伺い）

148平成25年10月01日 起案
調定更正及び還付（遡及中止による還付・過年度・現年度）について（伺い）

149平成25年10月01日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度・現年度）について（伺い）

150平成25年10月04日 起案
調定更正及び還付（調定取消しによる還付・現年度）について（伺い）

151平成25年10月08日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

152平成25年10月08日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

153平成25年10月08日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

154平成25年10月15日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・現年度）について（伺い）

155平成25年10月17日 起案
調定更正及び還付（災害減免による還付・現年度）について（伺い）

156平成25年10月23日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

157平成25年11月05日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

158平成25年11月05日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

159平成25年11月05日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・現年度）について（伺い）

160平成25年11月05日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・現年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

161平成25年11月06日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

162平成25年11月06日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

163平成25年11月06日 起案
水道メーターの交差に伴う水道料金の還付について（伺い）

164平成25年11月08日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・過年度・現年度）について（伺い）

165平成25年11月12日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

166平成25年11月14日 起案
調定更正及び還付（災害減免による還付・現年度）について（伺い）

167平成25年11月14日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度・現年度）について（伺い）

168平成25年12月02日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

169平成25年12月02日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

170平成25年12月02日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

171平成25年12月04日 起案
水道メーターの交差に伴う水道料金の還付について（伺い）

172平成25年12月04日 起案
誤検針による還付及び追徴について（伺い）

173平成25年12月09日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

174平成25年12月12日 起案
調定更正及び還付（誤請求の還付・過年度）について（伺い）

175平成25年12月17日 起案
調定更正及び還付（過認定の還付・過年度）について（伺い）

176平成26年01月06日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

177平成26年01月08日 起案
減量認定及び還付（計量機器故障による還付・現年度）について（伺い）

178平成26年01月14日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

179平成26年01月15日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

180平成26年01月20日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・現年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（還付充当） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

181平成26年01月23日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

182平成26年01月23日 起案
調定更正及び還付（誤検針による還付・現年度）について（伺い）

183平成26年02月03日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

184平成26年02月03日 起案
二重入金による還付について（伺い）

185平成26年02月03日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・過年度，現年度）について（伺い）

186平成26年02月04日 起案
調定更正及び還付（誤請求による還付・過年度，現年度）について（伺い）

187平成26年02月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

188平成26年02月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

189平成26年02月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

190平成26年02月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

191平成26年02月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・過年度）について（伺い）

192平成26年02月14日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

193平成26年03月03日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

194平成26年03月03日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

195平成26年03月10日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

196平成26年03月12日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

197平成26年03月17日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

198平成26年03月17日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）

199平成26年03月18日 起案
調定更正及び還付（臨時給水・現年度）について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針庶務（減免還付） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年05月24日 起案
使用水量の減量認定及び還付について（伺い）

2平成25年06月03日 起案
使用水量の減量認定及び還付について（伺い）

3平成25年06月12日 起案
使用水量の減量認定及び還付について（伺い）

4平成25年06月12日 起案
使用水量の減量認定及び還付について（伺い）

5平成25年06月20日 起案
使用水量の減量認定及び還付について（伺い）

6平成25年07月17日 起案
使用水量の減量認定及び還付について（伺い）

7平成25年09月12日 起案
使用水量の減量認定及び還付について（伺い）

8平成25年10月07日 起案
使用水量減量認定による還付について（伺い）

9平成25年11月07日 起案
使用水量減量認定による還付について（伺い）

10平成26年02月03日 起案
使用水量減量認定による還付について（伺い）



索引目次

第３種K20平成25年度
検針諸務（雫石町検針水量報告） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
雫石水道使用者に係る使用水量報告の依頼について（伺い）



索引目次

第１種K21平成25年度
水道事業基本計画 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月25日 起案
新盛岡市水道事業基本計画後期実施計画及び財政計画の見直しについて
（伺い）

2平成25年06月11日 起案
平成25年度第１回盛岡市水道事業基本計画策定委員会の開催について（伺
い）

3平成25年06月28日 起案
新盛岡市水道事業基本計画後期実施計画平成25年度ローリングにかかる提
出内容の事前確認及び各事業の次期基本計画における取組方針について
（伺い）

4平成25年08月27日 起案
平成25年度第１回盛岡市水道事業基本計画策定委員会の開催結果につい
て（伺い）

5平成26年02月20日 起案
平成25年度第２回盛岡市水道事業基本計画策定委員会の開催について（伺
い）

6平成26年03月17日 起案
平成25年度第２回盛岡市水道事業基本計画策定委員会の開催結果につい
て（報告）

7平成26年03月25日 起案
盛岡市水道事業基本計画策定委員会幹事会幹事の推薦について（伺い）



索引目次

第１種K21平成25年度
水道料金等改定 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年12月10日 起案
水道料金改定試算に伴う基礎資料の提供について（伺い）

2平成25年12月26日 起案
水道料金改定に係る三役協議結果について（報告）

3平成26年03月25日 起案
水道料金改定に係る三役協議結果（３月24日）について（報告）



索引目次

第１種K21平成25年度
市総合計画 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月24日 起案
総合計画実施計画主要事業の実績について（伺い）

2平成25年04月30日 起案
盛岡市総合計画（平成17年度～26年度）の課題分析シートの作成について
（伺い）

3平成25年05月17日 起案
総合計画実施計画主要事業の実績について（伺い）

4平成25年06月18日 起案
盛岡市総合計画実施計画に係る主要事業について（伺い）

5平成25年07月18日 起案
盛岡市総合計画実施計画に係る主要事業について（伺い）

6平成25年07月19日 起案
盛岡市総合計画実施計画に係る主要事業について（伺い）

7平成25年09月20日 起案
総合計画の現況と課題（施策体系ごとの成果と課題）の内容の確認について
（伺い）

8平成25年10月24日 起案
平成25年度第１回盛岡市総合計画審議会に係る資料の確認について（伺い）

9平成25年12月13日 起案
平成26年度予算編成において総合計画予算配分事業とした事業に係る予算
要求額等について（伺い）

10平成25年12月24日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る「成果指標数値等」の内容確
認について（伺い）

11平成25年12月24日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る「主要事業計画」及び「市以外
の団体による事業（要望事業）」の内容確認について（伺い）

12平成25年12月24日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る「施策別計画」の内容確認に
ついて（伺い）

13平成26年01月15日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る「施策別計画」の内容確認に
ついて（伺い）

14平成26年01月15日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る「主要事業計画」の内容確認
について（伺い）

15平成26年01月27日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る「主要事業計画」及び「市以外
の団体による事業（要望事業）」の内容確認について（伺い）

16平成26年01月27日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る成果指標数値の確認につい
て（伺い）

17平成26年01月27日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）に係る「施策別計画」の内容確認に
ついて（伺い）

18平成26年01月27日 起案
盛岡市総合計画実施計画（平成26年度）の主要事業に係る事業費等につい
て（伺い）

19平成26年03月07日 起案
盛岡市総合計画実施計画に掲載している成果指標の向上のための主な取組
について（伺い）



索引目次

第１種K21平成25年度
アセットマネジメント事務局 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年05月20日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（伺い）

2平成25年06月24日 起案
平成25年度第１回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（報告）

3平成25年07月22日 起案
水道事業アセットマネジメント研修会について（伺い）

4平成25年07月24日 起案
平成25年度第２回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（伺い）

5平成25年09月04日 起案
平成25年度第２回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（報告）

6平成25年10月28日 起案
平成25年度第３回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（伺い）

7平成25年11月12日 起案
平成25年度第３回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
日程の 変更について （伺い）

8平成25年12月18日 起案
平成25年度第３回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（報告）

9平成26年02月17日 起案
平成25年度第４回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（伺い）

10平成26年02月20日 起案
平成25年度第４回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
日程の 変更について （伺い）

11平成26年03月19日 起案
平成25年度第４回盛岡市上下水道局アセットマネジメント検討委員会の開催
について（報告）



索引目次

第１種K21平成25年度
下水道事業経営計画 上下水道局/経営企画課/企画係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成26年03月31日 起案
盛岡市下水道事業中期経営計画の計画期間延長について（伺い）



索引目次

第２種K24平成25年度
第１種特例計算 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年07月02日 起案
第１種集合住宅に係る水道料金等の特例計算の認定について（伺い）

2平成25年08月01日 起案
第1種集合住宅に係る水道料金等の特例計算の認定について（伺い）

3平成26年01月31日 起案
第１種集合住宅適用廃止について（伺い）

4平成26年02月26日 起案
第１種集合住宅における所有者の変更について（供覧）

5平成26年03月25日 起案
第１種集合住宅における所有者の変更について（供覧）

6平成26年03月27日 起案
第１種集合住宅適用廃止について（伺い）

7平成26年03月27日 起案
第１種集合住宅に係る水道料金等の特例計算の認定について（伺い）



索引目次

第２種K24平成25年度
第２種各戸検針 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月01日 起案
第2種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について

2平成25年04月04日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

3平成25年04月04日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

4平成25年04月04日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

5平成25年04月04日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

6平成25年04月04日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

7平成25年04月05日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出（充当）について（伺い）

8平成25年04月05日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出（充当）について（伺い）

9平成25年04月05日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出（充当）について（伺い）

10平成25年04月05日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出（充当）について（伺い）

11平成25年04月05日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出（充当）について（伺い）

12平成25年04月15日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

13平成25年04月22日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

14平成25年05月01日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

15平成25年05月01日 起案
第２種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について（伺
い）

16平成25年05月13日 起案
集合住宅共用分に係る水道料金等の還付金の支出について（伺い）

17平成25年06月05日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

18平成25年06月24日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

19平成25年07月10日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

20平成25年07月23日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）



索引目次

第２種K24平成25年度
第２種各戸検針 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

21平成25年08月02日 起案
第2種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について(伺
い）

22平成25年08月22日 起案
第2種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について(伺
い）

23平成25年09月03日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

24平成25年09月10日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

25平成25年09月12日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

26平成25年10月10日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

27平成25年11月18日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

28平成25年11月27日 起案
第２種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について（伺
い）

29平成25年12月05日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

30平成25年12月25日 起案
第２種集合住宅の使用者の変更について（供覧）

31平成25年12月25日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

32平成26年01月06日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

33平成26年01月10日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

34平成26年01月31日 起案
第２種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について（伺
い）

35平成26年01月31日 起案
第２種集合住宅適用廃止について（伺い）

36平成26年01月31日 起案
第２種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について（伺
い）

37平成26年01月31日 起案
第２種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について（伺
い）

38平成26年03月07日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

39平成26年03月11日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

40平成26年03月12日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）



索引目次

第２種K24平成25年度
第２種各戸検針 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

41平成26年03月13日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

42平成26年03月18日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

43平成26年03月18日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

44平成26年03月19日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

45平成26年03月19日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の相続放棄について（供覧）

46平成26年03月20日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

47平成26年03月24日 起案
集合住宅共用分にかかる水道料金等の還付金の支出について（伺い）

48平成26年03月27日 起案
第２種集合住宅の認定に係る各戸検針及び水道料金等の徴収について（伺
い）

49平成26年03月27日 起案
第２種集合住宅適用廃止について（伺い）



索引目次

第３種K24平成25年度
水道料金関係（収納報告） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月12日 起案
平成24年度3月分収納金について（報告）

2平成25年05月13日 起案
平成25年度4月分収納金について（報告）

3平成25年06月12日 起案
平成25年度5月分収納金について（報告）

4平成25年07月10日 起案
平成25年度6月分収納金について（報告）

5平成25年08月09日 起案
平成25年度7月分収納金について（報告）

6平成25年09月11日 起案
平成25年度8月分収納金について（報告）

7平成25年10月10日 起案
平成25年度9月分収納金について（報告）

8平成25年11月11日 起案
平成25年度10月分収納金について（報告）

9平成25年12月06日 起案
平成25年度11月分収納金について（報告）

10平成26年01月10日 起案
平成25年度12月分収納金について（報告）

11平成26年02月10日 起案
平成25年度1月分収納金について（報告）

12平成26年03月07日 起案
平成25年度2月分収納金について（報告）



索引目次

第３種K24平成25年度
下水道料金関係(収納報告） 上下水道局/経営企画課/料金係

書目 所属編集年度 種別分類記号

No 文書日 種別 公開用件名

1平成25年04月12日 起案
平成24年度3月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

2平成25年05月13日 起案
平成25年度4月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

3平成25年06月12日 起案
平成25年度5月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

4平成25年07月10日 起案
平成25年度6月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

5平成25年08月09日 起案
平成25年度7月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

6平成25年09月11日 起案
平成25年度8月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

7平成25年10月10日 起案
平成25年度9月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

8平成25年11月11日 起案
平成25年度10月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

9平成25年12月06日 起案
平成25年度11月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

10平成26年01月10日 起案
平成25年度12月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

11平成26年02月10日 起案
平成25年度1月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）

12平成26年03月07日 起案
平成25年度2月分受益者負担金・分担金の収納額の報告について（伺い）
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